
参加者人数：79名
１番スタート

組 時刻 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア

1 8:00 黒田 智之 美岳CC 阿部 謙成 JGAジュニア

2 8:08 長井 智佐臣 岐阜国際CC 市川 充也 美濃白川GC 松岡 龍希 ぎふ美濃GC

3 8:16 萩野 成宣 大垣CC 石田 剛士 いわむらCC 堀田 雅風 中部学連

4 8:24 井上 大樹 岐阜本巣CC 上田 崇宏 三甲GC谷汲 東出 大雅 デイリー瑞浪CC

5 8:32 近藤 港 いわむらCC 平澤 海翔 ぎふ美濃GC 白井 瑛 中部学連

6 8:40 中川 陽向 岐阜国際CC 若杉 聡吾 多治見CC 大塚 悠生 富士C可児C

7 8:48 古市 将都 各務原CC 大橋 元 中仙道GC 松山 茉生 グリーンヒル瑞浪GC

8 8:56 三澤 慎也 明世CC 山田 直敬 美濃関CC 塚田 大雅 いわむらCC

9 9:04 橋本 翔大 ぎふ美濃GC 松山 阜司 日本ラインGC 小栗 輝也 明智GC

10 9:12 加藤 遼也 中部学連 三浦 幸治 東濃CC 中川 瑛太 岐阜国際CC

11 9:20 諸戸 尚哉 CRC三重白山 一江 優希 ニューキャピタルGC 竹中 捷人 岐阜北CC

12 9:28 纐纈 瑠綺也 明智GC 上田 涼真 養老CC 土本 肇 いわむらCC

13 9:36 小石 雅明 岐阜セントフィールドCC 竹野入 光希 中部学連 岩井 悠真 さくらCC

14 9:44 坂井田 勝治 岐阜関CC 恩田 真二 岐阜国際CC 橋本 拓真 ぎふ美濃GC

１０番スタート

組 時刻 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア

15 8:00 河村 貴博 中部国際GC 中川 万龍 岐阜国際CC

16 8:08 牧野 哲也 グリーンヒル瑞浪GC 加藤 健正 岐阜北CC 岡本 嵩矢 いわむらCC

17 8:16 宇佐美 友亮 中仙道GC 神谷 敬行 クラウンCC 藤田 輝人 明智GC

18 8:24 坂口 諒馬 ぎふ美濃GC 兼松 利幸 グリーンヒル瑞浪GC 大澤 祐治 いわむらCC

19 8:32 松原 保嗣 岐阜関CC 纐纈 将紀 美濃白川GC 長屋 琉斗 岐阜セントフィールドCC

20 8:40 溝井 伸晃 明智GC 上田 翔太 養老CC 内藤 智 明世CC

21 8:48 笠原 慶太 中部学連 清本 貴秀 いわむらCC 洞口 真次 岐阜本巣CC

22 8:56 洞口 太志 岐阜本巣CC 川井 陽太 ニューキャピタルGC 川田 淳也 富士C可児C

23 9:04 小川 健 新陽CC 伊藤 悠真 岐阜北CC 乙部 竜翔 JGAジュニア

24 9:12 下田 航大 瑞浪高原GC 松岡 直樹 ぎふ美濃GC 山田 夢人 レイクグリーンGC

25 9:20 大塩 慶太郎 東濃CC 早川 滋 岐阜関CC 後藤 輝 中部学連

26 9:28 安田 勇二 三甲GC谷汲 柘植 翔太 美岳CC 山本 千優 デイリー瑞浪CC

27 9:36 水谷 海琉 いわむらCC 山本 秀樹 愛知CC 永田 丞 ぎふ美濃GC

備考

2022年度（第54回）中部アマチュアゴルフ選手権競技　予選岐阜会場

組み合わせ並びにスタート時刻表

4月26日 （火）

1.本戦出場者は、２４名とする。選出に当たりタイが生じた場合は、マッチングスコアカード→くじ引きの順に決定する。欠場者が出ても、次位の者は繰り上げない。
2.予選において、欠場者があった場合は組み合わせおよびスタート時刻を変更することがある。
3.病気、事故等のため参加を取り止める場合は、必ず事前に所属倶楽部を通じて、「欠場届」を中部ゴルフ連盟（０５２－５６１－７９７２）へFAXすること。
　なお、競技前日および当日の場合は、やまがたゴルフ倶楽部（TEL ０５８１－５５－２２１１）へ連絡すること。無断欠席の場合は、来年度の本競技への出場を停止する。

於．やまがたゴルフ倶楽部美山コース

中部ゴルフ連盟


	成績無

